調理業務従事証明書について １
●この証明書は，経営者，施設長，店長などの代表者等が作成するものです。
●証明を受ける本人（受験者）が書くことはできません。
証明者は，業種や経営，開設主体等によって異なります。
下記表１の①から⑨のうち該当する証明者に依頼してください。

（表１）
勤務先の業種

経営・開設主体

証明者

① 法人の代表者
(代表取締役等)
飲食店営業

法人経営

魚介類販売業

② 人事担当役員
（総務部長，人事部長等）

③ 施設長
（店長，工場長，所長等）

そうざい製造業
個人営業

④ 営業者
⑤ 法人の代表者

法人開設

(理事長等)

⑥ 施設長
（園長，病院長等）
給食施設※

個人開設

⑦ 開設者

証明者の印
代表者印
担当役員の職印
施設長の職印
営業者の個人印
代表者印
施設長の職印
開設者の個人印

⑧ 施設長
公的機関開設
下記に該当する方のみ，⑨になります
受験者本人が代表者等（法人の代表
取締役，個人営業の営業者等）である
場合
受験者が代表者等の配偶者にあたる
場合

（○○市立○○小学校長，
給食センター長等）

施設長の職印

⑨ 飲食店関係組合等の所属団体の長
または同業者
※同業者とは，飲食店営業，魚介類販売業，そうざい製造業の営業許可
を受けている施設の代表者等(上記の①から④）です。

受験者が代表者等の二親等内の血族
(親，子，祖父母，兄弟，孫など)にあた ※施設廃業の場合：勤務当時の代表者等がいる場合は，その方に証明し
てもらいます（個人印）。勤務当時の代表者等がいない場合は，勤務当時
る場合
を知る同業者（上記①から④）や，飲食店関係組合等の所属団体の長（団

勤務していた施設等が既に廃業してい 体長の印必要）から証明をもらってください。
る場合

※給食施設であっても，給食業務を外部の業者に委託している場合は，原則として受託業者が
飲食店営業の許可を取得していますので，証明者及び証明書の記入方法は飲食店営業の場合
と同様になります。詳しくはQ&Aの質問６を参照して下さい。

調理業務従事証明書について ２
●証明印は，従事した施設の経営・開設主体が個人の場合と法人の場合で押印の仕
方が異なります。次の例に従って押印してください。

個人営業の場合
個人印

営業者の個人印を押印する

茨
城

法人の場合
茨

茨

締代
役表
印取

部総
長務
印
式

職印

職印（法人名と役職名の両方が入った印）を押印する

式

，

など

●職印がない場合には，次の（ア）～（エ）のいずれかの方法により押印してください。
（ア）法人印と役職印が２つに分かれる場合
→法人印と役職印を両方押印する

式茨
会城
社株

締代
役表
印取

，

部総
長務
印

など

（イ）法人印はあるが役職印がない場合
→法人印を押印し，証明者の個人印を役職印の代わりに押印する
さらに，証明者の役職を証する書類を添付する

式茨
会城
社株

在職証明書
辞令書（写し）
雇用契約書（写し） 等

茨
城

（ウ）役職印はあるが法人印がない場合
→役職印を押印する
さらに，証明者の役職を証する書類を添付する
締代
役表
印取

，

部総
長務
印

在職証明書
辞令書（写し）
雇用契約書（写し） 等

など

（エ）役職印も法人印もない場合
→証明者の個人印を押印する
さらに，証明者の役職を証する書類を添付する

茨
城

在職証明書
辞令書（写し）
雇用契約書（写し） 等

調理業務従事証明書について ３
●調理業務従事証明書の記載に関して質問の多い事項をまとめました。
質問

回答

１つ目の勤務先で１年間，２つ目の
認められます。職歴は複数の勤務先の調理業務従事期間を合算するこ
勤務先で１年半，調理業務に従事し
とができます。連続した期間でなくても認められます。
ているが，受験に必要な職歴を満
1
証明書は，通算２年以上となるようそれぞれの勤務先から証明を受けて
たしていると認められるか？
下さい。２枚以上になっても構いません。用紙が足りない場合はコピー
また，調理業務従事証明書はどの
するか，いばらき食の安全情報WebSiteから印刷してご利用ください。
ように書いてもらえばよいか？
受験者本人が経営している飲食店
2 での調理業務を受験者本人が証明 受験者本人や受験者の二親等内の血族（受験者本人の父母，祖父母，
兄弟姉妹，子，孫等）または配偶者（夫または妻）は証明者になれませ
できるか？
ん。
親族の会社で調理業務に従事して このような場合は，飲食店関係組合等の所属団体の長，または同業者
3 いる場合は誰に証明してもらえばよ の証明を受けて下さい。
いか？

4

可能です。ただし，証明印に，法人名と役職名のどちらか一方あるいは
株式会社が経営している飲食店だ
両方が無い場合には，証明した店長の在職証明書等を添付して提出し
が，店長が証明して良いか？
て下さい。

働いていた飲食店を経営していた
会社が既に廃業している場合，ある
5 いは個人経営の飲食店で働いてい
たが既に廃業している場合，どのよ
うに証明してもらえばよいか？

勤務当時の代表者等がいる場合は，その方に証明してもらいます（個人
印）。勤務当時の代表者等がいない場合は，勤務当時を知る同業者（表
１の①から④）や，飲食店関係組合等の所属団体の長（団体長の印必
要）から証明をもらってください。
なお，廃業の場合は，許可年月日等の記入が無くても構いません。

施設等から業務委託を受けて，給 給食業務を受託している業者の代表者，人事担当役員，もしくは施設長
6 食の調理業務に従事している場合 が証明して下さい。証明書の記入に際しては，営業の種類の番号を丸
は誰に証明してもらえばよいか？ で囲み，許可年月日，許可番号，許可保健所名を記入して下さい。

7

記載事項の訂正は，誤って記入した箇所に２本の横線を引き，その上
記載事項を訂正する場合はどのよ
部余白に正しい文字を記入し，訂正部分に証明印と同じ印鑑を押印して
うにしたらよいか？
下さい。

8

証明者の役職を証する書類として，
名刺は認められません。
証明者の名刺は認められるか？

9

他県の様式の調理業務従事証明
書を提出して良いか？

茨城県の様式で証明されたものしか認めません。

過去に受験しようと思って証明して
もらったが，結局受験せずに手元に
10
様式が変更されていなければ可能です。
持ったままの証明書がある。これを
提出して良いか？

調理業務従事証明書について ４
●県内の主な関係団体の一覧です（H28.4.4現在）。団体の長に証明してもらう必要が
ある方は以下を参考にして下さい。
団

体

名

住

所

電

話

番

号

（一社）茨城県調理師連合会

水戸市天王町２－２５

０２９－２２６－０７２７

（一社）茨城県調理師技術振興会

水戸市酒門町２１４９－２
川崎ビル２Ｆ ２０２

０２９－２３１－４０５４

（公社）全日本司厨士協会 茨城県本部

水戸市大工町１－２－１
ホテル･ザ･ウエストヒルズ･水戸内

０２９－３０３－５１１１

（公社）茨城県食品衛生協会

水戸市笠原町６００－４４

０２９－２４１－９５１１

（公社）日本中国料理協会 茨城県支部

水戸市桜川２－１－６
サウス・Ｋ・ビル１Ｆ

０２９－２２２－０７７７

茨城県麺類業生活衛生同業組合

水戸市笠原町９７８－３５
水府そば大和屋内

０２９－２４３－４５３８

茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合

水戸市三の丸１－３－２
林業会館内

０２９－２２５－２２９１

茨城県すし商生活衛生同業組合

水戸市青柳町４５６６
水戸市公設市場 水戸中央水産内

０２９－２３１－３０４３

茨城県中華料理生活衛生同業組合

水戸市石川２－４２５１－３
紅孔雀内

０２９－２５２－１９１１

茨城県料理飲食業生活衛生同業組合

水戸市五軒町３－１－１４
白石ビル２階

０２９－２２６－１５９８

茨城県喫茶業生活衛生同業組合

水戸市河和田１－１６５３－１９
（有）レストラン三笠内

０２９－２５５－０８００

●試験に関しては県生活衛生課または県内各保健所までお問い合わせ下さい。
茨城県保健福祉部生活衛生課 食の安全対策室
〒３１０－８５５５ 水戸市笠原町９７８－６

ＴＥＬ：０２９－３０１－３４２４（ダイヤルイン）
ＨＰ：いばらき食の安全情報Web Site http://www.shoku.pref.ibaraki.jp/
保
健
所
水戸保健所 衛生課

名

住
所
〒３１０－０８５２ 水戸市笠原町９９３－２

電 話 番 号
０２９－２４１－０１００

ひたちなか保健所 衛生課

〒３１２－０００５ ひたちなか市新光町９５

０２９－２６５－５６４５

常陸大宮保健所 衛生課

〒３１９－２２５１ 常陸大宮市姥賀町２９７８－１

０２９５－５２－１１５７

日立保健所 衛生課

〒３１７－００６５ 日立市助川町２－６－１５

０２９４－２２－４１９０

鉾田保健所 衛生課

〒３１１－１５１７ 鉾田市鉾田１３６７－３

０２９１－３３－２１５８

潮来保健所 衛生課

〒３１１－２４２２ 潮来市大洲１４４６－１

０２９９－６６－２１１６

竜ケ崎保健所 衛生課

〒３０１－０８２２ 龍ケ崎市２９８３－１

０２９７－６２－２１６３

土浦保健所 衛生課

〒３００－０８１２ 土浦市下高津２－７－４６

０２９－８２１－５３６４

つくば保健所 衛生課

〒３０５－００３５ つくば市松代４－２７

０２９－８５１－９２８７

筑西保健所 衛生課

〒３０８－００２１ 筑西市甲１１４

０２９６－２４－３９１３

常総保健所 衛生課

〒３０３－０００５ 常総市水海道森下町４４７４

０２９７－２２－１３５１

古河保健所 衛生課

〒３０６－０００５ 古河市北町６－２２

０２８０－３２－３０２１

